
2022年　第3回研修会（女子）

会場： 東京バーディクラブ( 5962Yards   Par 72 )
期日： ２０２２年４月８日
エントリー： 56名
出場： 53名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア
1 黒木　 蘭 江東区 77 (40、37) 32 渡辺　 美樹子 板橋区 95 (51、44)
2 堀野　 恵美 中野区 77 (37、40) 石渡　 陽子 個人会員 95 (49、46)
3 澤井　 綾子 江東区 82 (43、39) 貴志　 里佳 大田区 95 (47、48)
4 長尾　 説子 港区 83 (42、41) 丸若　 邦枝 台東区 95 (47、48)
5 伴　　 美奈 個人会員 84 (45、39) 塩部　 晴美 個人会員 95 (47、48)

新井　 眞理　 個人会員 84 (44、40) 江幡　 夕美 個人会員 95 (47、48)
新井　 麻衣子 個人会員 84 (43、41) 澤井　 さやか 江東区 95 (44、51)
小林　 晴美 府中市 84 (40、44) 39 中沢　 充子 多摩市 96 (47、49)

9 河西　 裕子 世田谷区 87 (47、40) 40 三浦　 美礼 個人会員 97 (49、48)
10 小坂　 順子 世田谷区 88 (43、45) 山中　 浩美 江東区 97 (48、49)

大村　 恵子 港区 88 (41、47) 42 柴田　 章江 国分寺市 98 (52、46)
12 森口　 裕子 港区 89 (47、42) 山本　 直子 世田谷区 98 (46、52)

川勝　 美紀 世田谷区 89 (46、43) 44 島田　 明子 大田区 99 (49、50)
14 出雲　 映子 杉並区 90 (46、44) 中元　 千恵子 豊島区 99 (49、50)

田倉　 真由美 西東京市 90 (44、46) 46 下田　 孝子 西東京市 100 (52、48)
16 甲　　まどか 港区 91 (47、44) 尾崎　 博子 杉並区 100 (49、51)

尾崎　 靖子 武蔵野市 91 (46、45) 48 磯和　 伸子 杉並区 101 (50、51)
佐竹　 千春 杉並区 91 (45、46) 髙橋　 永子 八王子市 101 (50、51)
渋谷　 みどり 八王子市 91 (44、47) 田中　 陽子 日野市 101 (49、52)
徳永　 春美 江東区 91 (41、50) 51 横山　 由香 目黒区 103 (49、54)

21 森安　 ひろみ 港区 92 (46、46) 52 角井　 範子 世田谷区 104 (49、55)
塚本　 亜美子 世田谷区 92 (46、46) 53 福井　 久美子 世田谷区 111 (56、55)
高田　 貴子 杉並区 92 (46、46) 欠場 落合　 孝子 千代田区
田口　 貴美子 個人会員 92 (44、48) 欠場 清水　 かおり 世田谷区

25 菅沼　 尚美 目黒区 93 (47、46) 欠場 御子柴　 千津 世田谷区
西山　 恵子 練馬区 93 (46、47)
津野　 真弓 千代田区 93 (46、47)
柿沼　 美佐子 文京区 93 (44、49)

29 林　　香里 世田谷区 94 (46、48)
吉田　 敦美 西東京市 94 (46、48)
小畠　 裕子 豊島区 94 (46、48)
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